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はじめに 

声調については、単なる高さの特徴だけではなく、喉頭特徴として捉える可能性があること

が示唆されてきた。個別の言語について捉え方を考えるために、東南アジアの言語を対象に研

究を行ってきた。ビルマ語はその一環であり、2009 年には基本周波数値の声調弁別性について

発表した。この研究では基本周波数値を用いたが、この値だけでは４つの声調の弁別はかなり

難しかった。しかし同時に、その動態に着目すれば基本周波数の特徴を用いて弁別している可

能性があることを指摘した。本研究はその後を受ける形で始まる。 

 

1. ビルマ語の声調と先行研究 

ビルマ語の声調については、先行研究益子[2009：68-69]で説明しているのでそちらに譲るが、

本論文に必要な最低限の情報は繰り返しておく。 

ビルマ語には音韻論的に 4 つの声調がある。以下に、その呼称とともに、調値と呼ばれる、4

段階で音の高さの変化を記述した値を示した。 

 声調の呼称(1) 声調の呼称(2)  調値 

第 1 声   低平調   [22(3)] 

第 2 声   高平調   [44(3)] 

第 3 声   下降調   [41] 

第 4 声   促音調   [44－41] 
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本研究では、声調の名称としては 2 番目に掲げた呼び方を用いる。 

 

先行研究では、声調の基本周波数値の、最大値と最小値をとり、4 つの声調がこの値で弁別

できるかを検討した。この 2 つの値は分布の重なりが多く、これだけでの弁別は難しいと考え

られたが、変化量を考えることで、4 つの声調それぞれの動態が異なることが推測された。 

低平調は最小値の散らばり方が小さいことが特徴的であり、声調開始の声の高さがある範囲

内で異なっていることから考え、緩やかに下降して、ほぼ同じくらいの低さで終了することが

推測された。高平調は、やや高い基本周波数値で、変化量が小さいことが特徴的であった。緩

やかに下降するか、または平らであることが推測された。下降調は、基本周波数値の変化量が

もっとも大きいものであったが、その値はばらつきも大きく、高平調程度の変化量のものもあ

った。また、最大値は他の３つの声調に比べてもっとも高く、最小値は低平調と同じくらいで

あった。これらのことから、下降調は他の 3 つの声調と比べてもっとも急激に下降することが

推測された。促音調は、最大値と最小値とも、高平調に近い分布範囲であるが、高平調に比べ

て持続時間が短いことが推測され、その結果として最大値、最小値、変化量ともに高平調に近

い値になったと推測された。 

上記のことが基本周波数値の最大値と最小値だけから推測できたが、まだ推測の段階であり、

これらを裏付けるためにはさらに音響的特徴のデータが必要であると考えられた。そのひとつ

は、ピッチカーブの傾きである。ピッチカーブが上昇しているのか下降しているのか、急激な

上昇または下降であるのか、という情報が必要であると考えられる。 

ピッチカーブを発声の生理的な側面と関連付けて考えると、ピッチカーブは基本的には声帯

の振動数を反映している。ピッチカーブが平坦であるということは、声帯の状態が一定してい

ると推測されるが、緊張した状態を維持しているか緩んだ状態を維持しているかの両方の可能

性がある。急激な下降または上昇は積極的に声帯の振動数を変えていることを意味し、声帯の

緊張状態を積極的に緩めるとか、逆に緊張状態を強めるとかの、積極的なコントロールを行っ

ていると推測される。ピッチカーブの傾きの情報だけではこのような生理的な状態のすべてが

分かるわけではないが、他の特徴と組み合わせて観察することで、声帯の状態変化について推

測できる可能性が広がる。 

また、声調の音の高さは、静的なとらえ方ではなく、音響心理学的な動態的な変化、すなわ

ち、音の高さの上昇や下降などとして捉えられる。心理的変化量を動きとして捉えるためには

ピッチカーブの傾きをデータとして用いるのが妥当であると考えられる。心理的変化量はまた、

上で述べた声帯の状態変化を反映している可能性を考えると、生理的側面と音響心理学的側面

の両方から、ピッチカーブの傾きのデータを用いることには意味がある。 
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ただしひとつだけ注意しておく点がある。心理量と物理量の関係である。人間の感覚で捉え

られるすべての量的な変化がもつ特性があり、同じ心理量の変化を感じさせるための変化量は、

物理量が大きいところでと小さいところで異なることである。基本周波数という物理量と音の

高さという心理量について言えば、高い音から下がってくる場合と、低い音から下がってくる

場合とで、同じ高さの変化を感じさせるために必要な基本周波数の変化量は、高い場合の方が

大きいということである。これは、本研究で取り上げようとしているピッチカーブについて考

えると、高い音からある高さ下がったその変化と同じ変化を、もっと低い高さから実現した場

合には基本周波数の変化量は少なくなるので、低い高さからの場合の方がピッチカーブは緩や

かになってしまうのである。これについては、それぞれのデータを観察する時に、必要に応じ

て言及することにする。 

 

2. 目的 

声調の音の高さの変化という心理量を観察するために、ピッチカーブの傾きを求め、それが

4 つの声調の弁別にどの程度貢献しているかを観察することが目的である。その際、この特徴

は、単独でもある程度の貢献をしていると推測されるのだが、他の特徴と組み合わされること

で声調の弁別に寄与している可能性があるので、他の特徴との組み合わせについても観察する。 

 

3. 方法 

ビルマ語の有意味語を用いること、音声収集、F0 値の計測までは、先行研究と同じである。

本研究では、先行研究のデータに加えて、新たに以下のものを計測する。 

ピッチカーブの傾きを求めるために、基本周波数の最大値と最小値の間の持続時間を計測する。

この持続時間は音節の持続時間ではなく、母音の持続時間でもないことは注意を要する。つまり、

ある周波数値の分だけ上昇または下降するためにどのくらいの時間を要したかということを調

べるのである。ただ、最大値と最小値は 1 音節の中の最大値・最小値であり、低平調と高平調は

その音節の共鳴的部分全体の開始点・終点と重なる。この 2 つの声調では、持続時間は音節の持

続時間または母音の持続時間と同義である。しかし、下降調と促音調では、1 音節の中でピッチ

カーブが山の形になるものがいくつかあり、その場合は音節の持続時間より短い計測値となる。

下降調と促音調で非常に短い持続時間を持つものはこれらである可能性が高い。 

 

4. 手順 

語彙リストは先行研究と同じもので、本学の岡野賢二氏の作成によるものである。このリス

トによって録音され、先行研究で用いられた音声データを用いた。 
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計測は、先行研究と少し異なっており、最大値と最小値として計測していたものを、時間的

に先であるか後であるかを明確にした。すなわち、最大値が先で最小値がそのあとに現れてい

れば、最大値が開始 F0 値、最小値が終点 F0 値となり、傾きは下降となるが、その逆であれば、

最小値が開始 F0 値、最大値が終点 F0 値となり、傾きは上昇となる。なお、先行研究では上昇

の傾きを持つものが出現したのは低平調と高平調だと述べているが、これは誤りである。結果

で述べるように、上昇の傾きを持つものは高平調に比較的多く、下降調と促音調にもいくつか

見られた。また、低平調にも 1 語ではあるが出現した。もうひとつ、新たに加えられた計測は、

開始 F0 値と終点 F0 値の間の持続時間である。 

次に、開始 F0 値から終点 F0 値を引き、その値を持続時間で除した値からアークタンジェン

トを求め、それを角度に変換した。周波数値を持続時間で除しているので、角度の値そのもの

は意味がないが、角度の相対的な大小関係は意味がある。ここで得られた角度をピッチカーブ

の傾きとして、相対的に比べるために用いる。正の角度は下降を、負の角度は上昇を意味して

いる。 

 

5. 結果 

ピッチカーブの傾きについて見ていくが、４つの声調をすべてプロットするのではなく、3

つのグループに分けてみていく。まず、声調のみで異なり、分節音がまったく同じ語が４つの

声調について揃ったセット。「声調のみ異なる 4 語のセット」と呼ぶことにする。次に、声調の

みで異なり、分節音がまったく同じ語であるが、促音調を欠く 3 つの声調について揃ったセッ

ト。「促音調を欠く 3 語のセット」と呼ぶことにする。最後に、声調のみで異なり、分節音がま

ったく同じ語であるが、４つの声調のいずれかが欠ける、2 語ないし 3 語のセットで、上記の

「促音調を欠く 3 語のセット」を除いたセット。「いずれかの声調を欠く 2 語または 3 語のセッ

ト」と呼ぶことにする。 

なぜこの３グループに分けるかというと、声調のみで対立するということが、4 語のセット

では完全に起こるが、それ以外のセットでは完全ではないからである。声調以外の要素、すな

わち分節音がまったく同じであって、声調のみで異なる語が 3 語ないし 2 語存在するセットと

いうのは、そのセット内で区別しなければならない声調の型が減ることになる。セット内で出

現する声調の間の対立が明確であれば十分であるとすると、欠けた声調と区別するための特徴

は明確にしなくてよいと言うことを意味すると考える。そのため、声調のみで異なる語が見つ

からないということを重視し、このようなグループに分けた。 

各グループの、それぞれの声調の発話数は、以下のとおりである。一つの語が 3 回発話され

ているが、語数に 3 を乗じた数にならないのは、計測不能であった発話があるからである。 
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表 1：各セットの声調ごとの発話数 

     低平調 高平調 下降調 促音調 

声調のみ異なる 4 語のセット   31  29  32  31 

促音調を欠く 3 語のセット   67  62  61 

いずれかの声調を欠く 2 語または 3 語のセット  111  117  68  93 

 

もうひとつ、傾きの角度について述べておきたい。角度は相対的であると、上の手順で述べ

たが、0°の傾きは、開始 F0 値と終点 F0 値が全く同じ値であったということである。F0 値が

同じでピッチカーブがほぼ平らであるということが、聴覚的に同じ高さに聞こえるかというと、

そうとは言い切れない。人間が話す時の声は、話し始めの肺の中の空気の量と話し終わりの空

気の量は同じではなく、話し終わりの方が空気量は確実に少ない。声門下圧は発声中ほぼ一定

に保たれるというデータもあり、肺の中の空気量が少ないからと言って声帯振動を同じに保て

るだけの呼気圧が出せないわけではない。しかし、発話では一般的に、話し始めに比べて話し

終わりでは基本周波数は自然に下がる、自然下降をすることが知られている。この自然下降を

「同じ高さ」と聞いている可能性がある。すなわち、この自然下降よりも上がれば、基本周波

数値は上がっていなくても上昇に聞こえる可能性もあると言うことである。ピッチカーブの傾

きの角度は、0°をおおよその目安にはするが、0°より値が大きくても、その大きさが小さい

値である場合は聴覚的に平坦に聞こえる可能性もあることを念頭に置きながら観察する。 

以下の計測結果の検討では、ピッチカーブの傾きの分布について、次に、ピッチカーブの傾

きと持続時間、ピッチカーブの傾きとピッチカーブ開始 F0 値、ピッチカーブの傾きとピッチ

カーブ終点 F0 値の組み合わせについて、それぞれ４つの声調の分布の仕方を観察する。 

 

5.1. ピッチカーブの傾きの頻度分布 

図 1 は声調のみ異なる 4 語のセットである。4 つの声調がすべて揃っているわけである。 

横軸は角度、縦軸は頻度数を示している。横軸の角度の数字は、これより小さい角度からこ

の角度までの間の角度の範囲を示している。たとえば、0°に示されている頻度数は、－20°

から 0°までの角度を持ったものの数を示している。 

４つの声調それぞれの、もっとも頻度が高い角度は、重なりはあるが、ある程度は分かれて

いる。低平調と高平調は重なっているが、低平調が 0°から 20°に集中しているのに対し、高

平調は－20°から 20°にかけて分布しており、その集中の様子が異なる。また、下降調は、低

平調と高平調の 2 つの声調よりも急な角度、すなわち 20°から 40°に集中しており、分布の

重なりは非常に小さい。促音調は、下降調の分布と、低平調・高平調の分布との間に集中して
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いるが、下は－40°から上は 60°までと、もっとも広い範囲にわたっている。このような、分

布の集中の仕方、広がり方から見ると、4 つの声調は角度でかなり分かれていることがわかる。 

図 2 は促音調を欠く３語のセットである。このセットは促音調を欠くので 3 つの声調だけで

ある。基本的には図 1 の分布と同じであるが、低平調の頻度分布が 20°から 40°にも出現し

ていること、高平調も頻度は少ないもののやはり 20°から 40°に出現していることで、3 つの

声調の分布域が図１よりも重なりが多くなってきていることがわかる。 

図 3 はいずれかの声調を欠く２語または３語のセットである。このセットは 4 つの声調のい

ずれか 1 つないし２つを欠くセットであるが、トータルでは 4 つの声調が出現している。基本

的には図 1、図 2 と同じ傾向を示している。すなわち、下降調がもっとも急な角度を持ち、20°

から40°の間に集中しているのに対し、低平調は0°から20°の間に最も多く、高平調は－20°

から 20°の間に集中している。しかし、促音調については慎重を期すべきだろう。図 1 と同様

に他の 3 つの分布域全体にわたっている点までは同じ傾向であるが、頻度が多い角度が 0°か

ら 20°ではなく、20°から 40°になっており、このために、図 1 では下降調と促音調の分布

が重なりながらも分かれて見えるのに対し、図 3 では両者はほぼ重なっている。さらに、促音

調を除く 3 つの声調の頻度分布の現れ方を見ると、図 3 は、図 1 よりも図 2 に近い。すなわち、

下降調の頻度分布域が他の 2 つの声調と重なりが多くなること、また、高平調の頻度分布が

－20°から 0°よりも 0°から 20°の方が多いこと、という 2 つの特徴で、図 2 に近い。 

以上の図 1 から図 3 で、ピッチカーブの傾きの頻度分布について観察した。この特徴だけでは

4 つの声調の分布域は明瞭には分かれないが、低平調と高平調がかなりの重なりを示すのに対し、

下降調が、低平調と高平調の２つの声調とは異なる分布であった。促音調は下降調とかなり重な

るが、分布範囲としては低平調と高平調とも重なるところがあった。また、ミニマルペアとなる

声調が欠けたセットの場合は、分布域の重なり方が大きくなるという特徴がみられた。 

 

5.2. ピッチカーブの傾きの分布と持続時間 

ピッチカーブの傾きと持続時間の両方から 4 つの声調の分布を観察する。図 4～図 6 のグラ

フでは、縦軸はピッチカーブの角度、横軸は持続時間を表している。 

図 4 では、促音調が 150ms より短い値に集中している。それに対し、高平調と低平調は 100ms

より長い値をとっている。下降調はこの 2 つのグループの間、すなわち、100ms から 200ms く

らいの間に集中している。角度との両方の値を用いて 4 つの声調の弁別について見てみると、

低平調と高平調が、持続時間と角度で非常に近い値をとりながらも、低平調がマイナスの角度

を持たないことで、分布が分かれていることが分かる。また、低平調では、持続時間が少し短

くなると角度が少し大きくなる。この傾向は高平調には見られない。下降調は角度が大きくし
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かも持続時間が短い。促音調は角度の値の範囲は広いがすべて持続時間が短く、下降調よりも

短いものが多い。 
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図 5 では、促音調を欠いているが、3 つの声調の分布域は図 4 と少し異なる。特に、高平調

が、50ms という短い持続時間を持つものも現れ、100ms から 200ms の間に集中している。低

平調も分布する範囲はだいたい高平調と同じではあるが、150ms から 250ms の間に集中してお

り、集中している持続時間に少しずれがある。図 4 に比べると高平調も低平調もの持続時間が

短い方に広がっており、図 4 と同様に低平調がマイナスの角度をもたないことで分布が分かれ

ているが、より急な角度をもつ下降調に近づいてきていることがわかる。 

図 6 では、促音調の分布については図 4 と似ているが、高平調と低平調についてはむしろ、

図 4 よりは図 5 と類似である。すなわち、高平調と低平調が持続時間が短い方にも分布してい

る。これに対し、下降調は図 5 よりも長い持続時間の方に分布域が広がっており、高平調と低

平調よりも角度が急であることと、持続時間が短いものについては角度がより急になるという

点で図 4 の特徴により近いと見ることができる。また、促音調は、高平調と低平調とは重なる

が、下降調とは分布域が分かれており、促音調が存在することで下降調の分布が図 4 に近い分

布の仕方をしていると考えることができる。 

以上、持続時間とピッチカーブの角度の 2 つの特徴について観察した。この 2 つの特徴で 4

つの声調の分布域は明瞭には分かれないが、促音調と下降調の区別に、また、下降調に対して、

高平調と低平調両方の声調の違いに、ピッチカーブの角度と持続時間の 2 つの特徴が同時に関

与する可能性が見られた。また、ミニマルペアとなる声調が欠けたセットの場合は、分布域の

重なりが大きくなるという特徴がみられた。 

 

5.3. ピッチカーブの傾きの分布とピッチカーブ開始 F0値 

ピッチカーブの傾きとその開始F0値とは、互いにある程度の制約をしていると考えられる。

それは、ピッチカーブの傾きが急であれば、下がる幅を確保するためにピッチカーブ開始 F0

値は高くなる可能性があるからである。地声発声時には、声帯の振動数を変えるための声帯の

状態変化は、振動数を多く、つまり音を高くするために積極的に緊張度を高めるのが普通であ

り、声を低くするのは元の状態に戻ることで実現される。このような声帯の特徴から考えれば、

ピッチカーブの傾きの急峻さとピッチカーブ開始F0値の高さは相関がみられる可能性がある。 

図 7～図 9 のグラフでは、縦軸にはピッチカーブの角度、横軸にはピッチカーブの開始 F0 値

をとる。 

図 7 では、低平調、高平調、下降調の 3 つの声調はこのグラフ平面上で、ある程度の分かれ

た分布域を示している。下降調は開始 F0 値が高くまた下降の角度も急である。高平調は下降

調よりも開始 F0 値はやや低く、角度は緩やかで、緩やかな下降または上昇である。低平調は、

高平調の開始 F0 値の分布の低い値と重なるが、下降角度で高平調と分布域が分かれている。 
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促音調は下降調と分布が重なる部分が多く、出現頻度は少ないものの、マイナスの角度、すな

わち上昇するものが、低い開始 F0 値をもってあらわれており、それは促音調と下降調の両方
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の声調にみられる。 

図 8 では、促音調の対立語が欠けただけで、分布域が図 7 と少しずれてきている。一言でい

えば、図 7 の分布域の重なりが多くなり、分布域がはっきり分かれているようには見えない。

全体的に右上がり、すなわち、ピッチカーブの傾きが急であればピッチカーブの開始 F0 値が

高いという相関があるようにみえる。よく見れば、下降調は高い開始 F0 値と急な角度をもつ

傾向があるが、その分布範囲の中で、やや低めの開始 F0 値では角度も少し緩やかになり、低

平調の分布と重なっている。またこのあたりでは高平調の分布も重なり始め、低平調と高平調

の分布の重なりは、開始 F0 値が低い方まで広がっている。角度について低平調ではマイナス

の値をとらないために、高平調とはある程度分布にずれがあるように見えている。 

図 9 では、図 8 での、分布域の重なりとある程度の分布域の分かれ方は図 9 とほぼ同様であ

る。図 8 には無かった促音調の分布域は、図 7 の促音調の分布の仕方とよく似ていた。 

以上から、ピッチカーブの傾きと、開始 F0 値の 2 つの特徴について検討した。この 2 つの

特徴については、4 つの声調が揃うセットでは分布域が分かれているように見えたが、促音調

またはいずれかの声調が欠けるセットでは、分布域の重なりが非常に大きかった。分布域の間

の重なりが大きいために、全体としては右上がり、すなわちピッチカーブの傾きと開始 F0 値

に正の相関があるように見えた。この結果については、上で述べた心理的変化量と物理量の関

係から、心理的変化量すなわち人間に聞きとられる高さの変化としては割り引いて考えるべき

であると考える。つまり高い高さから始まるほど低くまで下がったと感じると言ってよいかで

あり、この点については断定できないと考えるべきである。また、ミニマルペアとなる声調が

欠けたセットの場合は、分布域の重なり方が多くなるという特徴がみられた。 

 

5.4. ピッチカーブの傾きの分布とピッチカーブ終点 F0値 

ピッチカーブの傾きとの制約から考えれば、終点の F0 値は、開始周波数値より自由度が高

いと考えられる。上で述べたような、人間の地声発声時の声帯の状態変化の特徴があるので、

ピッチカーブの角度を急にするために終点の F0 値を低くすることは考えにくいからである。

ピッチカーブの傾きと終点の F0 値は独立に制御することが可能であることから、この 2 つの

特徴が 4 つの声調の区別に独立に関与する可能性があり、それがおこなわれているかどうかを

観察する。なお、人間の声帯は、元の状態で出る高さの声より積極的に低くすることも可能で

あることを念のために付け加えておく。たとえば歌唱の場合がそうである。 

図 10～図 11 のグラフでは、縦軸にピッチカーブの角度、横軸には終点 F0 値をとる。 

図 10 では、低平調、高平調、下降調がそれぞれ 2 次元平面上で別れて分布している。低平調

と下降調は終点 F0 値がほとんど同じ値であるが、角度が異なることで分布が分かれている。 
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高平調はこの 2 つの声調より終点 F0 値が高いことでほぼ分布域が分かれるが、それに加えて

角度がプラスとマイナスをはさんでいずれも緩やかであることで、分布域がさらにはっきり分
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かれて見えている。促音調はこれまでのグラフで下降調との重なりがあったのとは異なり、高

平調の分布と重なっているが、角度の分布域が、高平調で 0°付近に集まっているのに対して

促音調ではプラスとマイナスの両方にもっと広がっている点が異なる。グラフは全体的にみる

と左上がりである。 

図 11 では、図 10 の分布域の境界で少し重なりが生じている。低平調と下降調は終点 F0 値

がほぼ同じであることには変わりはないので、角度の値が重なってきているということである。

また、下降調と高平調は図 10 では離れて分布していたが、図 11 では下降調の終点 F0 値の分

布が高い値に広がったために両者の分布域に重なりが生じている。 

図 12 では、図 11 に類似しているが、よく見ると、下降調の分布はそれほど大きく変化して

はいない。高平調の角度の分布が広がったことが、分布域がより重なって見える大きい理由で

ある。また、促音調の分布は、図 10 より広く見えるが、終点 F0 値よりも角度の分布が図 10

に比べて広がっているためである。 

以上から、ピッチカーブの傾きと、終点 F0 値の 2 つの特徴について検討した。この 2 つの

特徴では、4 つの声調が揃うセットでは分布域が分かれているように見えたが、促音調または

いずれかの声調が欠けるセットでは、分布域の重なりが大きくなった。分布域を全体的にみる

と左上がりであって、右上がりにはならなかった。もしピッチカーブの開始 F0 値と同様に右

上がりであったら、ピッチカーブの傾きが心理量の変化をあまり反映していないことになった。

しかしピッチカーブの開始 F0 値では右上がり、ピッチカーブの終点 F0 値では左上がりになっ

たことから、ピッチカーブの傾きは心理量の変化をある程度は反映していると考えられる。 

また、ミニマルペアとなる声調が欠けたセットの場合は、分布域の重なり方が大きくなると

いう特徴がみられた。 

 

以上の結果を総合して考えると、ピッチカーブの傾きは 4 つの声調の区別に関与することが推

測されたが、この特徴単独では 4 つの声調を区別することは難しいことが分かった。4 つの声

調の区別には、持続時間、始点 F0 値、終点 F0 値が同時に関与することで行われる可能性があ

った。 

低平調は終点 F0 値が全体の低い周波数値に集中することとピッチカーブの角度が比較的緩

やかで必ず下降であることが特徴であった。 

高平調はピッチカーブの角度が 0°を挟んでプラスとマイナスの両方の値が出ること、しか

し上昇も下降も比較的緩やかであることが特徴的であり、さらに、終点の周波数値が下降調ほ

ど低くならないことが特徴的であった。 

下降調はピッチカーブの角度が急であり、それだけで、高平調と低平調の 2 つとは区別が可
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能であった。さらに、他の特徴との関係を見てみると、終点 F0 値が低平調と同じくらい低い

ことで促音調と高平調の 2 つの声調から区別されること、開始 F0 値が最も高いことで低平調

と高平調の 2 つの声調から区別されること、持続時間が短めであることで低平調と高平調の 2

つの声調から区別されること、というように、特徴ごとに区別できる他の声調が異なってきた。 

促音調はピッチカーブの傾きでは、他の 3 つの声調すべてに重なっていたが、持続時間の短

さではかなり他の声調と区別された。また、終点 F0 値では、下降調ともある程度区別されて

いることが分かった。 

4 つの声調がミニマルペアとして揃っているセットと、いずれかの声調が欠けるセットでは、

各特徴の分布域の重なりが異なり、4 つの声調がミニマルペアとして揃っているセットの方が

分布域の重なりが小さかった。 

 

6. 考察 

結果をまとめると、以下のようになった。 

１．ピッチカーブの角度は、促音調を除く 3 つの声調について、ある程度の区別を可能にして

いた。 

２．ピッチカーブの角度に加えて、持続時間、ピッチカーブの開始 F0 値、ピッチカーブの終

点 F0 値の特徴について、組み合わせでの声調の区別の可能性を観察したところ、声調によっ

て区別に関与すると考えられる組み合わせが異なっていることが分かった。 

３．まったく同じ分節音で成り立っていて 4 つの声調だけで異なる 4 語のセットでは、特徴に

よって程度の差はあったが、かなり分布が分かれて観察された。しかし、対立する声調がひと

つないし 2 つ欠けるセットの語では、その分布域の重なりが大きくなり、特徴によっては区別

が可能であるか疑わしい分布を示すものもあった。 

 

ピッチカーブの傾きは声調の区別に関与するにしても、ビルマ語の場合はそれだけでは区別

はできないということがわかった。これは、ビルマ語の声調が、声帯の状態変化だけで説明で

きるものではないということを示している。しかし同時に、他の音響的特徴と組み合わせれば

かなり区別できることも分かった。本研究で取り上げた、ピッチカーブの角度、持続時間、ピ

ッチカーブの開始 F0 値、ピッチカーブの終点 F0 値は、それぞれが 4 つの声調の、他と区別で

きる特徴として機能できるようであった。ピッチカーブの傾きの緩やかさと角度の分布範囲が、

低平調、高平調、下降調でそれぞれを他と区別できる可能性を示した。ピッチカーブの終点 F0

値は、低平調、高平調、下降調、促音調とで、それぞれ分布範囲が分かれて観察された。ピッ

チカーブの開始 F0 値は下降調で、他のどの声調よりも高いことで区別できるようであった。
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持続時間は、下降調と低平調では、他の 2 つの声調より短く分布していた。このように見てみ

ると、本研究で観察した 4 つの音響的特徴の中で、ピッチカーブの傾きと、ピッチカーブの終

点 F0 値が複数の声調の区別に関与的であった。そこで最後に、この 2 つの音響的特徴がビル

マ語の声調の区別に関与的である理由を考えておきたい。 

ピッチカーブの傾きは、音の高さの変化の緩やかさあるいは急峻さの程度であるが、同時に

それは、声帯の状態変化も反映している。ピッチカーブの終点 F0 値は、本研究では低平調で

もっとも低い値に集中し、高平調ではこれと分布域を接してはいるが、高い値に分布していた。

そして下降調は、低平調の分布域から高平調の分布域にかけて広がっている。このことは、下

降調が、高さの変化を急峻にしても、下がり止まりは低平調のところまでで、それ以上は下が

らないということを示していると考えられる。声帯での声の高さのコントロールでは、高い音

を作るときに積極的に声帯の緊張度を増すのであるが、高さを下げるときは緊張度を緩めるこ

とで行っていると考えることができる。そして、緩んだ状態になってたどり着く低い音の高さ

が、低平調の緩やかな下降で到達する高さと同じになるのであろうと考えられる。もちろん、

ピッチカーブの傾きは大きく異なるので、下降調では声帯の緊張度が最初はとても高いこと、

それに対して、低平調は最初から声帯の緊張度はあまり高くない、という違いはあるわけであ

り、それは、ピッチカーブの開始 F0 値には現れていたが、緊張を緩めるやり方に注目すると

このようなことが考えられるということである。こう考えるとさらに、高平調は、たとえピッ

チカーブが緩やかに下降していても、完全には緩んでいないことが推測できる。高平調は、声

帯の緊張度が緩まないという特徴を持っている可能性がある。 

本研究では、ビルマ語の声調の区別が声帯の緊張度から区別されているという確証は得られ

ない。直接そのようなことを示すデータを使用していないからである。しかし本研究では音響

的な基本周波数値やその変化量で区別できる可能性を示し、それらから、声帯の状態変化とい

う生理的な特徴が付随的であれ存在することを示唆した。 

また、対立するミニマルペアが欠ける場合と欠けない場合を比べることで、各音響的特徴に

よる分布域の重なりが異なることを明らかにした。これは、対立がないところはその音響的特

徴は区別しなくてよい、言い換えれば、隣の声調の分布域に入り込んでも構わないということ

になる。対立がないことで音響的特徴、ひいては聞こえの実態までも変わる可能性があること

を示唆していると考えられる。これは、具体的な有意味語がそれぞれの対立を保てる程度に存

在することがその言語での対立の関係を支えることになり、逆にみると、対立する語が欠ける

ものはその言語の中での体系的な対立項を失ってゆく過程をたどる、と考えられるのである。

このような言語内部の要因も、言語変化に関与するのではないかと考えている。 
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On Acoustic Features Relevant to Tonal Distinction of Myanmar 
 

MASUKO Yukie 
 

The purpose of this paper is to examine the acoustic phonetic features of four distinctive 

tones of Myanmar (Burmese) by measuring their fundamental frequency.  

Masuko (2009) has shown the results of measurement of the fundamental frequency, F0 at 

the initial point and F0 at the final point, of the words with four phonologically distinctive tones 

that have been described as (1) low-level, (2) high-level, (3) falling and (4) checked tones. The 

overlapping ranges of F0 in the four tones suggest that sole pitch in the above F0 points is not 

sufficient to specify the tonal difference. 

It is generally assumed that dynamic change of pitch curve reflects physiological state or 

change of states of glottis: tensioned or relaxed. We further assume that the tonal pitch curve 

reflects psychological quantity of the tone. In the present study, we examined some pitch-related 

acoustic features, such as inclination and duration of pitch curve of each tone.  

The results are as follows.  

(1) The differences in inclination of pitch curve contribute to distinguish three tones: the 

low-level, high-level and falling tones, except the checked tone.  

(2) Along with the inclination of pitch curve, duration, F0 at the initial and final points of the 

pitch curve is relevant to distinguish each tone. The low-level tone is characterized by F0 at the 

final point and gradual falling pitch. The high-level tone is specified by gradual rising or falling in 

the pitch inclination around zero degree, in addition to F0 at the final point being not so low as F0 

in the falling tone. The falling tone has steep pitch inclination, which contrasts to the high-level 

and low-level tones. Its F0 at the final point is as low as that of the low-level tone, which 

contributes to contrast with the checked and high-level tones. Furthermore, the falling tone has 

the highest F0 at the initial point, which serves to distinguish it from the low-level and high-level 

tones. So does the short duration of the falling tone. 

 




